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HyperFlexノードのアップグレードの検証
各 HyperFlexノードで次の検証を実行してから、クラスタ内の次のノードをアップグレードし
てください。

• HyperFlexクラスタが正常な状態であり、オンラインであることを確認します。すべての
HyperFlexクラスタノードが vCenterに接続されており、オンラインであることを確認し
ます。

• DRSが有効であり完全自動化に設定されていることを確認します。

• vSphereサービスが実行中であり、ESXi Agent Manager（EAM）の状態が正常であること
を確認します。

• Cisco UCS Managerでクラスタの状態を確認します。
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HyperFlexクラスタのヘルスの表示

CLIの使用

ストレージクラスタ内の任意のコントローラ VMにログインします。stcli cluster

storage-summary --detailコマンドを実行します。

address: 192.168.100.82
name: HX-Cluster01
state: online
uptime: 0 days 12 hours 16 minutes 44 seconds
activeNodes: 5 of 5
compressionSavings: 78.1228617455
deduplicationSavings: 0.0
freeCapacity: 38.1T
healingInfo:

inProgress: False
resiliencyDetails:

current ensemble size:5
# of ssd failures before cluster shuts down:3
minimum cache copies remaining:3
minimum data copies available for some user data:3
minimum metadata copies available for cluster metadata:3
# of unavailable nodes:0
# of nodes failure tolerable for cluster to be available:2
health state reason:storage cluster is healthy.
# of node failures before cluster shuts down:3
# of node failures before cluster goes into readonly:3
# of hdd failures tolerable for cluster to be available:2
# of node failures before cluster goes to enospace warn trying to move the

existing data:na
# of hdd failures before cluster shuts down:3
# of hdd failures before cluster goes into readonly:3
# of ssd failures before cluster goes into readonly:na
# of ssd failures tolerable for cluster to be available:2

resiliencyInfo:
messages:
Storage cluster is healthy.
state: healthy
hddFailuresTolerable: 2
nodeFailuresTolerable: 1
ssdFailuresTolerable: 2

spaceStatus: normal
totalCapacity: 38.5T
totalSavings: 78.1228617455
usedCapacity: 373.3G
clusterAccessPolicy: lenient
dataReplicationCompliance: compliant
dataReplicationFactor: 3

次の例の応答は、HyperFlexストレージクラスタがオンラインかつ正常な状態であることを示
します。
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クラスタのストレージ容量の確認
Cisco HXデータプラットフォームの既存のインストールのアップグレードを開始する前に、
クラスタストレージ容量をチェックすることをお勧めします。クラスタのストレージ容量が

70%を超える場合は、ストレージ容量使用量を減らすか、または新しいノードまたはディスク
を追加することによってストレージ容量を増やすことをお勧めします。クラスタストレージ容

量の確認は、このような状況でノードがダウンした場合、クラスタは再調整できず、(オンラ
インで)問題がある状況が残ります。

クラスタストレージ容量をチェックすることの背景の詳細については、『CiscoHyperFlexデー
タプラットフォーム管理ガイド』のHXストレージクラスタの概要」の章を参照してくださ
い。

DRSが有効化されているかどうかの確認

[vSphere DRS]タブをクリックします。

[Migration Automation Level]が [Fully Automated]に設定されているかどうかを確認します。

Net.TeamPolicyUpDelayのデフォルト値の確認と設定
ファームウェアアップデートのファブリックインターコネクトのリブート中にストレージア

クセスが失われないようにするには、UCSMインフラストラクチャのアップグレードの前にこ
のチェックを実行します。

3.0 (1)、3.5 (1)、および 3.5 (2)へのアップグレードでは、ESXi host Net.TeamPolicyUpDelayのデ
フォルト値が30000に設定されている必要があります。次の手順を実行して確認し、必要に応
じて、ESXi host Net.TeamPolicyUpDelayのデフォルト値を 30000に変更します。

この変更によって ESXiホストをリブートする必要はなく、リブート後も維持されます。（注）

手順の概要

1. vSphere Webクライアントナビゲータから、各 [ESXi Host (ESXiホスト)] > [Configure (設
定)] > [System (システム)] > [Advanced System Settings (詳細なシステム設定)]をクリック
します。

2. [Advanced System Settings (詳細なシステム設定)]で、[Net.TeamPolicyUpDelay]までスク
ロールダウンします。

アップグレード前検証

3

アップグレード前検証

クラスタのストレージ容量の確認

https://www.cisco.com/c/en/us/support/hyperconverged-systems/hyperflex-hx-data-platform-software/products-user-guide-list.html


3. 必要に応じて、値を 30000に変更します。デフォルト値は 100です。

手順の詳細

ステップ 1 vSphere Webクライアントナビゲータから、各 [ESXi Host (ESXiホスト)] > [Configure (設定)] > [System (シ
ステム)] > [Advanced System Settings (詳細なシステム設定)]をクリックします。

ステップ 2 [Advanced System Settings (詳細なシステム設定)]で、[Net.TeamPolicyUpDelay]までスクロールダウンしま
す。

ステップ 3 必要に応じて、値を 30000に変更します。デフォルト値は 100です。

ESX Agent Managerの表示

vSphere Webクライアントのナビゲータで、[Administration] > [vCenter Server Extensions] > [vSphere ESX
Agent Manager] > [Summary]を選択します。

Cisco UCS ManagerでHyperFlexクラスタの状態を確認しま
す。

ステップ 1 ファブリックインターコネクトの高可用性ステータスに、両方のファブリックインターコネクトが稼働中
であると示されているかどうかを確認します。詳細については、『 Cisco UCS Manager System Monitoring
Guide』を参照してください。

ステップ 2 データパスが稼働中であることを確認します。詳細については、『CiscoUCSManager FirmwareManagement
Guide』を参照してください。

ステップ 3 HyperFlexサーバにエラーがないことを確認します。

ステップ 4 vNICのエラーが解決されており、VMware ESXiの vSwitchのアップリンクが稼働中であることを確認しま
す。

ステップ 5 すべてのサーバが検出されているかどうかを確認します。
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UCSサーバファームウェア（Cバンドル）のバージョン
の確認

UCS Managerを使用する場合

1. UCS Managerにログインします。

2. [Server]タブを選択します。

3. [Policies] > [Root] > [Sub-Organizations] > [<hx-cluster>] > [Host Firmware Packages] >
[HyperFlex]に移動して、ホストファームウェアパッケージポリシーを選択します。

サブ組織のリストで、目的のクラスタが選択されていることを確認します。（注）

4. [properties]にリストされている現在のラックパッケージのバージョンを確認します。
X.Y(Z)Cの形式でリストされています（例：3.1(2g)C）。

vMotionインターフェイスの設定
次の手順では、vMotionが機能するために必要な VMkernelインターフェイスを追加します。

始める前に

vMotion vmkernelアダプタでは、デフォルトの TCP/IPスタックのみサポートされています。

ステップ 1 [Add Host Networking]をクリックします。

ステップ 2 [VMkernel Network Adapter]を選択します。

ステップ 3 既存の [vmotion vSwitch]を参照して選択します。

ステップ 4 名前を入力し、下記の表を参考にして適切な [VLAN ID]を入力します。

VLAN IDクラスタのインストールバージョン

0（デフォルト）1.7.x

vMotionネットワークと同じ1.8.x以降

ステップ 5 [Static IP Address]を入力して、ウィザードを完了します。

ステップ 6 （オプション）ジャンボフレームを使用するには、[vmk2]を編集して [MTU]を 9000に設定します。
vMotion VLANでジャンボフレームを渡すようアップストリームスイッチが設定されている必要があり
ます。
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ステップ 7 クラスタ内のすべてのホストに対してステップ 1～ 6を繰り返します。

寛容モードの設定
クラスタアクセスポリシーは、デフォルトで lenient modeに設定されます。クラスタアクセ

スポリシーを手動で寛容（lenient）に設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. いずれかのコントローラ VMに SSHして、rootとしてログインします。
2. 寛容モードがすでに設定されているかどうかを確認します。

3. 厳格（strict）に設定されている場合は、寛容（lenient）に変更します。すでに寛容（lenient）
に設定されている場合、操作は必要ありません。

4. 変更を確認します。

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

いずれかのコントローラVMに SSHして、rootとし
てログインします。

ステップ 1

#stcli cluster get-cluster-access-policy寛容モードがすでに設定されているかどうかを確認

します。

ステップ 2

~/#stcli cluster set-cluster-access-policy --name

lenient
厳格（strict）に設定されている場合は、寛容
（lenient）に変更します。すでに寛容（lenient）に
設定されている場合、操作は必要ありません。

ステップ 3

stcli cluster info | grep -i policy変更を確認します。ステップ 4

例

~/#stcli cluster get-cluster-access-policy strict
~/#stcli cluster set-cluster-access-policy --name lenient
stcli cluster info | grep -i policy
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